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巻頭言

　星医会会員の皆様、この度も本誌にお目通しを頂きまして誠にありがとうございます。本誌がお手元
に届くのは、３月の初旬で総会開催の直前かと存じます。どうか一人でも多くの会員の方々に京王プラ
ザホテルへお運びいただき、旧交を温めて頂きたいと思います。
　例年その総会においては、定年を迎える教授職の先生方へ感謝状と記念品の贈呈を行っています。今
年度末は、14名の先生方が定年をお迎えになり、恐らくその数はこれまでで最高かと思います。個人的
には、恩師というよりも、学生時代に大変お世話になったクラブの先輩ともいえる方が定年を迎えられ
る状況に、自分自身の加齢はもちろんのこと、学内教職員の皆様の世代交代が益々加速してゆくことを
実感せずにはいられません。
　星医会といたしましては、学内外を問わず、広くご活躍の、特に若手教職員の皆様の今後のご活躍に
期待し、研究と教育活動への効果的支援策を積極的に進めて参りたいと思います。今年度も新たに、６
名の本学卒業生が教授にご就任されておりますし、新年度もまた新たにご就任される方々もおられると
伺っております。母校の更なる発展の為にも、正会員の皆様からの引き続き変わらぬご支援も心から期
待しております。
　そして、少々気の早い話ですが、2020年３月開催予定の星医会総会は、創立40周年記念式典としての
開催（恐らく第二日曜日）となります。月日の流れの速さを改めて強く感じておりますが、一人でも多
くの皆様にご参加頂きたく、本稿を通じて先ずは早めのご案内といたしますので、是非とも今のうちか
らご予定の調整を頂ければ幸いです。式典では、皆様の母校愛を掻き立てる工夫など、準備には万全を
期してまいる所存ですが、何かご意見等ございましたら是非お寄せ下さい。
　40周年を迎える星医会ですが、一期生のご卒業の年に創設されて以来、半世紀に近い年月が流れた訳
です。現在では4000名を超える会員が、教育、研究、臨床、行政、医師会活動等の第一線でご活躍され
ており、併せて星医会の活動も、総会の開催、各支部会への参画、他大学同窓会との交流、学内研究活
動への支援、学生の修学やクラブ活動への支援、会員相互の情報共有の為のツールの維持管理等々、こ
の間にその活動範囲は極めて多岐に渡るようになってまいりました。また、総会前日には各期の同期会
が開催され、併せて総会や支部会などを通じて、会員相互の横の糸、縦の糸の繋がりがより深まり、今
や立派な東海大学医学部の旗を紡ぎだしているようで、とても喜ばしい限りです。

　ところで、既に総会、支部会等の機会を通じてお話をさせて頂いておりますが、一期生の方々は40周
年を境に、それ以降年会費のお支払いは不要のまま、卒後41年目からは正会員としてのサービスを引き
続きお受け頂くことができます。一方で、会費の納付率を見てみますと、入会金も合わせ押しなべて60
％台で推移しており、この納付率が高いか低いかを推し量る物差しはありませんが、毎年の会員数の増
加、星医会活動範囲の広がり、それに伴った経費の上昇等を鑑みますと、約40年前に制定された会費に
かかわる会則のままでは、今後の同窓会活動の質に影響が出かねません。今年度の定時理事会では、や
はり入会金、年会費の納付率を上げて行くための施策の徹底を図ろうという方針で合意しております。
先ずは、正会員の皆様からの年会費のご納付につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げる次第です。

まもなく星医会創立40周年
星医会会長　鄭　義弘（７期生）
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　最後に、本誌では最近「いせはら今昔ものがたり」と題して、昔懐かしい市内の飲食店の今を取材し
掲載しております。そこで、支部会や総会で何度かご紹介していますが、添付の写真を見て頂き、此処
がどこかを当ててみてください。「ルヴェランス」の看板がヒントですが…。答えは、編集後記のペー
ジに掲載しております。

　末筆ながら、会員の皆様の益々のご発展とご健康を祈念し、皆様との再会を心より楽しみにしており
ます。



第18回ホームカミングデー報告
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第18回東海大学同窓会ホームカミングデーは大盛況
　　　　　　　白石 光一（５期生）

　2018年11月３日に第18回ＨＣＤが盛大に開催され医
学部デモンストレーションを行いました。鄭会長をは
じめ櫻井与志彦先生（３期）、今岡千栄美先生（３期）、
松前光紀先生（３期）平川均先生（６期）、本多ゆみ
え先生（10期）、田中彰先生（17期）、豊田雅夫先生（17
期）、新田正広先生（25期）、救命救急看護師２名と多
くの方の協力を得ることができました。

　会場は、懇親会パーティーとチャリティー
抽選会は例年通り総合体育館で開催され盛況
でした。加えて、学部デモンストレーショ
ン、お祭り広場、講演会、キャンパスツアー
などは19号館で開催されました。この湘南校
舎19号館は最も新しい校舎で工学部の校舎で
す。１階は広いラウンジ、カフェテリアがあ
り２階まで吹き抜けになって広々としていま
す。そのうえも工学部各学科が入り各階には眺望のよいラウンジがありました。東海大学の研究、教育
の施設として最高の環境のように思われますので是非見学に行ってみてください。

　医学部は、血糖チェック、サルコペニア・ロコモティブシンドロ
ーム診断、救急蘇生講習会を行いました。毎年血糖をチェックして
いるとリピーターが増えてきて定期外来風になってきました。顔見
知りが増えてます。救急蘇生講習は親子連れの積極的参加が目立ち
ました。

　ＨＣＤは例年11月３日になっていますので伊勢原校舎の学園祭も含めて湘南校舎と両方遊びに来てく
ださい。湘南校舎周囲は駅の改良以降では大きく変わっていませんが、湘南校舎へ行く途中の急な階段
がゆるやかになり登りエスカレーターが今回もやはり感動しました。エスカレーターまでの坂で息切れ、
脈拍亢進を感じるのは年のせいでしょうか。

19号館

血糖チェック 救急蘇生講習 ２階までの吹き抜け
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■　第25回星医会賞

受賞論文

〈 申 請 者 〉　今井　洸 君（30期生） 

〈 タイトル 〉　Amiloride Promotes Oligodendrocyte Survival and Remyelination after 
　　　　　　　Spinal Cord Injury in Rats

〈 掲 載 誌 〉　Journal of Clinical Medicine Vol.7,Issue 3,46,2018年

星医会賞選考結果
星医会賞担当　今岡 千栄美（３期生）

　第25回星医会賞は、今井　洸 君（31期生）に決定いたしました。

　応募いただきました会員の皆様および選考委員の皆様に深謝いたします。有難うございました。
　表彰は2019年３月10日（日）の星医会総会で行います。
　多くの方々の参加をお待ちいたしております。

第25回星医会賞受賞者決定!!!
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第26回星医会賞募集

◦応募方法 

　１．自薦・他薦は問わない
　２．英語あるいは日本語による学術論文とし、本会会員が筆頭著者であるもの
　３．資格は本会入会後10年以内の者とする（本年の場合は、30期生以降）
　４．締切は毎年11月30日（前年12月１日から当年11月30日までに掲載された学術論文（ひとり１論文））
　５．別刷またはコピーを５部を申請用紙と共に提出する

◦問合せ及び応募書類送付先

　〒259-1143　神奈川県伊勢原市下糟屋143　東海大学星医会事務局
　TEL：0463-93-1121（内線4104）　FAX：0463-91-5913

第26回星医会賞申請用紙

別刷（コピー可）も５部提出して下さい。

フ リ ガ ナ
氏　　名 第　　　期生

現　　職
（勤務先所属） 連絡先TEL：

e-mail：

受賞候補業績

題　　　名

掲　載　誌
巻、　　 号、  P　　 〜P　　　 , 　　　　年

著　　　者
（共著も含む）
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　東海大学医学部から国道２４６の方向をみると、
患者駐車場の更にその先に、今も変わらずレスト
ラン「アゼリア」があります。
　医学部からは近い距離ですが、伊勢原駅までの
通学路から少し外れる関係で、帰宅途中にふらっ
と立ち寄るよりは、「アゼリア」に食事に行くと
計画してから行かれた方も多かったのではないで
しょうか。

特集　『いせはら今昔ものがたり』

第４回　「アゼリア」
副会長　本多　ゆみえ（10期生）

　「アゼリア」は、まだバブル前の昭和50年代半ばに開店し、当時を知る大学職員（高校生時代に初代
ウエイトレスとして働いていた）によりますと、モダンな洋食レストランの開店セレモニーは地域の新
聞でも取り上げられたそうです。
　食事内容は洋食を中心に、デザートまでおいしいものがたくさん取り揃えられており、抜群な人気を
誇っていました。

　今回、取材を兼ねて女子３人で平日夕刻に行きました。我々以外に、３組ほどお客さんが入っていま
したが、いつもどおりの家庭的な雰囲気です。
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　この日はチキンのソテー、サーモンとホ
タテの照り焼き、クリームソーダを頼みま
した。チキンは大きくてジューシー、サー
モンとホタテも醤油ベースの和風味で安定
した美味しさです。クリームソーダがメニ
ューにあるとつい頼んでしまう方も多いの
ではないでしょうか。

　取材であることをママに話し、写真の
中に収まってほしいとお願いしましたが、

「NO」とのことで、ママに会いたい方は直
接お店に食事をしに行ってください。その
代わりに、この日我々が食べたメニューの
写真を載せます。

　余談ですが、休日の朝、大学病院に出勤途中「アゼリア」の前を通ったら、撮影用のカメラや照明を
持った人が数人店に入っていました。食堂系検索サイト用の写真を撮っているのだろうと、ずっと思
っていたのですが、今回文書を作成するにあたり、「アゼリア」ホームページを見てみました。なんと、
多くの有名なテレビドラマのワンシーンになっていることを知りました。あの時、もう少し近づけば、
中にいたイケメン俳優さんを拝めていたのかと思うと、残念ですが、次の機会は逃さないようにしよう
と思います。
　「アゼリア」は我々東海大生にとって、懐かしい食堂であると同時に、昭和・平成そして次の時代へ
と進化し続けています。次の時代になってもまた食べに行きます。
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　私が淡路先生と（多分）初めて出会ったのは、国試に合格して産婦人科教室に入局して間もない頃で
した。分娩中の患者さんの状態が少し悪くなっていたところに、たまたま遭遇したのですが、こちらは
ペーペーの研修医、右も左もわからず「ボッ」としておりました。そこでの淡路先生の言葉「先生も医
者なんだから何かしなよ・・」とぶっきらぼうに言われたことを思い出します。
　「はい」とは言ったものの、手を出すこともできずに先生を見ていたのですが、いわゆる「頭」をと
って機敏に指示を出し動く様がはっきりとわかりました。
　すごい先輩がいるものだ、と感心した事を思い出しました。
　その後も仕事面で先生に質問する事はかなり勇気がいる事でした。
　というのも、何かの疑問をもち、軽い気持ちで質問したとします。そうすると速射砲のように、「先生、
なんでそう思ったの？、それはどこに書いてあるの？、文献は調べたの・・」という結構きつい言葉が「口
をとんがらせた調子」で返ってきます。ぐうの音も出なくなるのでした。なにくそと思い、調べた上で
再チャレンジしても、また玉砕してしまうこと度々でした。あの知識は一体どこから湧いてくるのだろ
うと羨ましく思ったこともあります。でも、その繰り返しで、いろいろと知識を得ることができ、感謝
しております。
　淡路先生は大磯病院で私のオーベンであった期間が長く、本当にいろいろなことを教えていただきま
したし、また、一人で（監視？もなく）業務を遂行することを許していただきました。一応一人前とし
て認めていただけたのだな、とひとりでほくそえんでおりましたが、手を抜くと「口をとんがらせて」
雨あられの質問攻め、とどめのカウンターパンチも飛んできました。手抜きはだめだ、とも教えられま
した。
　ところで皆さん、手術の際は手術の手洗いをして術衣を着て手袋を装着し、麻酔科の先生が麻酔管理
をしていただくまでに待機してますね。その時の手は大抵不潔にならないように腕組みをするようにし
ていること多くありませんか。しかし、淡路先生の待機時のスタイルはかなり微笑ましいと私は思って
いたのですが、皆さんおわかりでしょうか。
　全盛期の淡路先生の体格は、身長は高いのですが、いわゆるムーミン体型でありまして、手袋を装着
した手を置くスペースがお腹の上のほうにあり、例外なくそこに両手を「ちょこん」と置いて待機して
おりました。想像してみて下さい。微笑ましくありませんか。こんな事を言っていたら、またカウンタ
ーパンチがきそうですね。淡路先生ごめんなさい。
　淡路先生はまた、バリバリの臨床家としての一面を持ちながら、かなり多数の不妊症領域の学会発表
も行っていました。私も不妊症領域の仕事をさせてもらっていたので、淡路先生の発表に対する他大学
の先生方からの称賛の声も数多く聞こえてきておりましたし、将来は私もそのような仕事ができたら良
いなと漠然と思っておりました。
　この話は今でも学会で聞くことができます。学会の懇親会などで出身大学の話になり、私が東海大学
出身であると知ると、「そういえば淡路先生は今どうしてる？」と聞かれることもしばしばあります。
結構な有名人だったようで、話題になることは後輩の私にとっても嬉しいことでした。
　その後私は退局し、一般病院での不妊症領域の診療経験ののち、平成８年より香川県丸亀市の厚仁病
院（義父が設立した病院）で産婦人科診療を開始しました。

淡路英雄先生を偲んで
　松山 毅彦（５期生）

訃報
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　その後、東海大学産婦人科の先生方に当院の当直をお願いすることが出来る様になりましたが、平成
１６年より淡路先生もそのメンバーにはいっていただくことができました。
　淡路先生とのつながりが、また復活しました。淡路先生にお願いしていた当直勤務は第３、第５の土
曜、および、ゴールデンウイーク期間、お盆休み期間、年末年始期間の長期間の連続当直でした。その
ご好意に甘えて、私たちは家族サービスを十分にすることができました。
　平成１７年、淡路先生は地元の八王子市で婦人科産科クリニック（ルミエールクリニック）を立ち上
げました。クリニックを新規で立ち上げる時の大変さ、また軌道に乗るまでの大変さは開業経験をお持
ちの先生方ならおわかりだと思いますが、やはり大変だったようです。その前準備のさなかにも当直に
来ていただき、当院としては非常に助かっておりました。一方で、新規立ち上げとしては私たちのほう
が先であったので、いろいろ開業にむかっての心配事などの質問も受けました。
　開業のポスターもいち早くゲラ刷りの段階で見せていただき、「どう？変なとこ無い？ルミエールク
リニックっていうのだけどいいでしょう、ニコッ」と大学時代とは逆の質問攻めにもあったことも思い
出します。きっと期待と不安が交錯していたに違いありません。また開業後も心配は尽きなかったので
しょう、当院の当直の際にいろいろと話し込んだことも思い出します。良いアドバイスができたかどう
かは疑わしいですが、少しは安心していただけていたのかな、と思っています。
　その後、一時的に体調不良などがありましたが、長きにわたって当直をしていただき、当院や私たち
にとっても、かけがえのない存在でありました。

　淡路先生のムーミン体型のことを述べましたが、体調不良の後にお会いした際、いきなり痩せられて
いて、お腹も凹んでいてスリムな体型になっておりました。あまりにスリムなので、体調のことを本当
に心配したのですが、大丈夫だとご本人はおっしゃっていましたし、元気に働いていただけておりまし
たので、メタボでなくなっていてよかったなと思っておりました。スリムな淡路先生の姿に慣れてきて、
今年も年始のところと、ゴールデンウイークの長期の当直をしていただいたところでした。「例年のご
とく次はお盆のところ行くね」と約束をしていました。
　淡路先生は、以前より私を含め男性には厳しく、女性には優しくジェントルに接していて、私の家内

（松山幸世、旧姓米本）も大学時代から随分とその恩恵を受けていたようです。私には決してまねるこ
とのできないそのジェントルさは、家内のみならず当院スタッフからも好評でした。
　最近は、私に対しての厳しさも無くなっていたので、やっとこれから先生の多くの知識の泉に接する
ことができると、一人でほくそ笑んでおりました。

　そんな矢先に八王子病院に緊急入院したとの情報が入り、耳を疑いました。

　淡路先生の何番めかの弟子（女医として）の松山幸世（８期）がその辺りからの出来事について伝え
たいと思います。
　平成30年５月下旬に、ご本人からもう手伝いにいけなくなったとお電話をいただきました。
　ゴールデンウイークには来ていただき一緒に手術もしたし、おうどんも食べたのに、、、。
　６月中旬に八王子病院にお見舞いに伺った時には、可能ならもう一度四国に行きたいと話してました。
実現することは難しいと思っていたのですが、寝台車で当院に奥さんと一緒に来られ、数日後息子さん
が通う今治市の大学を見学し、息子さんが住んでいる部屋で親子３人水入らずで過ごすことができまし
た。息子さんに会う事や、大学の先生にご挨拶をしたいという一念と気合で今治に行く事が出来たので
しょう。
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　今治から当院に戻った翌日体調が悪化しそのまま入院となってしまい、八王子には帰れなくなってし
まいました。元気な時には忙しくほとんどご家族とゆっくり過ごす事はなかったけれど、入院中は奥さ
んと息子さんがずっとご一緒でした。
　享年61歳の若さで平成30年７月16日午後10時16分に永眠されました。その３時間前にはアイスの実を
召し上がっていたのに、、安らかな旅立ちでした。

　淡路先生、私たち夫婦を育ててくれて、助けてくれてありがとうございました。約束通りそちらの近
所のいい場所取っておいてください。ではまたいつか・・。
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　神奈川医意会は、神奈川県にある医科系私立大学同窓会である東海大学医学部同窓会（星医会）、北
里大学医学部同窓会、聖マリアンナ医科大学（聖医会）の三者が、互いの発展を図るべく学術講演会や
懇親会などを通じて親睦を深めることを目的とし、毎年一回輪番制で開催されます。

　本年度は星医会（東海大学医学部同窓会）が当番校となり、東海大学伊勢原キャンパス松前記念講堂
において講演会、その後、フォーラム246において懇親会が行われました。

第26回神奈川医意会報告

第26回神奈川医意会が開催されました
　　　　　　　星医会　理事
東海大学外科学系消化器外科　田中　彰（21期生）

■ 講演会
　日時：2018年10月20日（土）　午後４時30分〜６時15分
　場所：東海大学医学部　松前記念講堂

　講演：｢今、なぜ医師会？地域包括ケアシステムの構築に向けて｣
　　　　医療法人社団健心会　理事長
　　　　神奈川県医師会　理事
　　　　星医会　第11期生　亀谷　雄一郎　先生

　特別講演：｢医療政策を取り巻く今日的課題｣
　　　　　　参議院議員
　　　　　　星医会　第25期生　自見　はなこ　先生

　亀谷先生のご講演では、2025年構築を目指して進められている「地域包括システム」において、医師
会の果たすべき役割が語られました。地域包括ケアシステムとは、地域で生活する一人ひとりを孤立さ
せないように、医療・介護に関わるすべての職種が協力して支えるしくみです。かかりつけ医は「地域
の相談役」・「医療の維持者」であり、一方、基幹病院の医師は「医療の方向づけをする実行者」です。
患者のため、全ての臨床家は開業医・勤務医の隔てなく患者を中心とした輪（医師会）の中に入るべき
だと、力強く訴えられました。実は、医師会に入会しない若手勤務医がとても多いそうです。亀谷先生
は、そのような現状を憂いていらっしゃいました。

　自見先生は、医療政策を取り巻く課題のなかから、医学部不正入試問題、医学教育、働き方改革など
をテーマに熱弁を振るわれました。国会議員としてメディアやご講演で発言される機会の多い自見先生
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ですが、この日は母校に帰ってきた安堵感からか、普段ではお聞きできないような政府の裏事情がいく
つも飛び出してきました。残念ながら、「オフレコでお願いします！」と繰り返されていたので、本稿
で詳しくお伝えすることは控えさせていただきます。官僚の裏口入学事件が、いつの間にか不正入試問
題へと広がりをみせる（すり替わる？）なか、建学の精神を実現するため、あるいは事業の継続のため、
私立大学に認められてきた自主性が、今、不当に歪められようとしているのではないか。そうした危機
感から、「言うべきことは言う！」という姿勢を貫かれているご様子でした。医学部入試は、医師の働
き方や地域医療との関わりの中で培われてきたものであるため、これらを総合的に見直してかなければ
皆が納得する解決には至らない、と考えさせられました。何より自見先生が、研修医時代と変わらない
明るさで、今もはつらつと輝いている姿が印象的でした。

■ 懇親会
　日時：2018年10月20日（土）　午後６時45分〜
　場所：愛甲石田　フォーラム246　３階 ｢相模｣

　ご講演いただいた亀谷先生、自見先生にも御参加いただいて、総勢36名による酒宴が催されました。
大学や診療科の壁を越えてグラスを交わし、時間が経つ程にうち解けて盛り上がっていきました。医意
会という名称には「いい（良い）会」という願いが込められているなどの過去も語られ、正にその創立の
思いを受け継いだ楽しい会となりました。
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第50回全国私立医科大学同窓会連絡会東部会報告

　平成30年６月２日、岩手医科大学医学部同窓
会が当番校として盛岡にて開催されました。
　第一部では「東部会50回を祝して」と題し、
東京医科大学医学部医学科同窓会会長　高山雅
臣先生よりご挨拶がありました。
　続いて、平成29年度各同窓会活動状況報告を
アンケート報告として岩手医科大学医学部同窓
会常任理事より発表され、星医会での報告内容
では、3608名の正会員、697名の準会員（学生）
を有し、37支部で活動しており、29年度の活動
報告（総会、第49回全国私立医科大学同窓会連
絡会主幹等）を行いまいした。

ご報告
　星医会　理事　海老原　明典（20期生）

　来賓講演として岩手医科大学理事長　小川　彰先生より「明治期の医師のつくり方　―岩手医科大学
創立120周年―」と題したご講演を頂きました。
　第二部懇親会では、岩手医科大学学長　祖父江憲治先生、岩手医科大学医学部長　佐藤洋一先生より
来賓挨拶があり、乾杯にて各大学同窓会役員の懇談が行われました。
　東海大学医学部同窓会（星医会）からは鄭義弘会長、白石光一副会長、小川吉明副会長、平川均理事、
海老原の５名が参加しました。

　当日は東北三大祭りのイベントが盛岡市内で行われており、
懇親会では、岩手医科大学の学生による「さんさ踊り」が披
露されました。
　懇親会終了後は二次会で深夜まで各大学同窓会の先生方と
熱く語り合いました。
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開業医のページ

開業15年今昔
東京都港区北青山「北青山診療所」
野田 恵美子（18期生）

　地下鉄「表参道」駅のＢ４出口から地上に上がると、そこは明治神宮へ通
じる表参道と国道246号との交差点。交番の近くには喫煙者がしばし立ち寄
って喫煙できるスペースがある。その交差点は最近しばしば「任天堂とは何
の関係もありません」とのステッカーを付けたカートの群れが外国人観光客
を乗せて走り抜ける。土曜には、辺野古の問題についてスピーカーで訴える
車がでる。選挙が近くなれば様々な政治思想のデモが通ることもある。交差
点のみずほ銀行の前には、福島の原発事故で放置された動物の保護を訴える
人。ユニセフへの募金の立て看板の前でチラシを配る人。日本人と見分けの
付きにくいアジア人観光客の集合を尻目にスターバックス、ナチュラルハウ
スの前を通り、外国人従業員の多いローソンの角まで来ると、その先のビル
の4階に私の開業する「北青山診療所」がある。ビルの1、2階は、昨年の秋
からいわゆるアンテナショップという期間限定のプロモーション用店舗にな
り、開閉店時にはメディア撮影で賑わうこともある。華やかな土地柄ではあ
るが、一方で2004年に開業した当初によく見かけた路上生活者を、昨年も久
しぶりに近くで見かけることがあった。私が開業してから15年の年月をこの
地で過ごし齢70代末に達したのか、などと思いめぐらした。

　診療所から渋谷に向かって国道246号を歩くと、国連大学の隣りには「こどもの城」が2015年に閉館
され、建物も岡本太郎作の彫像も柵で囲われたままでいる。桝添都知事下に予定されていた都立広尾病
院の移転が小池都知事下に撤回となり、全ての工事が中断されたまま放置されている格好。246号を挟
んで向いには「青山学院」があり、昨年は箱根駅伝の４連覇に賑わっていたが、今年は我が「東海大学」
が5連覇を阻止して初優勝というサプライズがあった。今年は平成も最期の年で新しい元号になる。刷
新のときか。平成天皇の退位はある種の自己都合退職でもあり、高齢化社会において仕事を辞めるとい
う難しい行為を、居並ぶ高齢の政治家や医師などを尻目に率先されていくようにも見える。私などはま
だ25年程若輩者ではあるが、これからどう仕事をしてゆくのか、どう生きていくのか。今こそ熟慮の必
要があることは分っているが、なかなかその時間がない。

　「北青山診療所」は1997年に東海大学２期生の尾久裕紀先生が開業された精神科診療所でしたが、
2002年から非常勤務させて戴いた御縁で2004年に継承させて戴きました。私はそもそも、岩崎徹也教授
が筆頭となって指導されていた「東海大学精神分析研究会」に在学中からお世話になり勉強させて戴い
て精神科医に成りました。直接指導を賜った狩野力八郎先生が2015年に急逝されたことが悔やまれます。
東海大学で学んだものに計り知れぬ大きさを感じつつ、私は今も精神分析学を拠り所に学びながら日々
の精神科診療に励んでおります。集団精神療法やスーパービジョンでは河野正明先生や小林要二先生に
お世話になっております。また尾久裕紀先生の薫陶をうけ産業医の分野や大学での学生相談にも携わる
ようになりました。この度は18期生としてこのような振り返りを書く機会を与えて戴いたことに深く感
謝を申し上げます。
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支部便り

　毎年２月の最終土曜日には東海大学同窓会北海道ブロック総会が開催することが恒例となっていて、
その２次会として星医会北海道支部会も同時開催することにしています。今年も2018年２月24日（土）
に札幌ガーデンパレスで開催しました。奇しくも道産子が多数参加している平昌冬季オリンピック大会
の開催中で、そだねー・カー娘の結果を気にしながらの同窓会でした。まず会に先立ち特別講演として
東海大学医学部外科学系乳腺外科学教授の徳田　裕先生に特別講演を賜りました。1978年Ｋ大学を卒業
後すぐに研修医1年目から東海大学に来られ、一人ひとりの治療経験の蓄積から、新規遅漏薬の開発と
検証、全国データベースの構築までの40年間の歴史を短縮してプレゼンテーションして下さいました。
星医会本部からは、鄭　義弘先生（星医会会長）、金渕一雄先生（東海大学附属八王子病院心臓外科准
教授、星医会顧問）、平川　均先生（６期、八王子病院小児外科診療教授、星医会理事）もお越しいた
だき、大学での近況や懐かしい昔話に花が咲きました。一次会である北海道ブロック総会では同窓会長
の川本譲氏（土屋ホーム副会長、スキー部総監督を昨年11月に引退）の挨拶に始まり、レジェンド葛西
紀明のサイン入りゼッケンプレゼントで盛り上がりました。参加者全員（300名くらいか？）の円陣の
もと東海大学応援歌の合唱で閉会となりました。コートを着込んで移動して、すすきのWine & Dining 
MARIAGEで開かれた支部会である二次会の様子は参加者の近況をもって報告とします。

星医会北海道支部からのお便り
北海道支部長　加賀 基知三（６期生）
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参加者の近況
吉田： 2000年から旭川医科大学社会医学講座教授。長きに渡り星医会北海道支部長を務め、現在の北海

道ブロック総会に合わせた形式を作った。椎間板ヘルニアの手術をきっかけにバトンタッチ。
金　： 研修医時代は平川理事のオーベンで、歩く人格（walking moral）と言われていた。今の平川が

あるのも自分のお蔭と解説。長男も東海大学を卒業し（精神科）一段落。
伊藤： 医者８人+麻酔科を使う伊藤整形外科。北海道支部事務局長として人集めに苦慮している。国保

の審査員で月20時間、土日が潰れて辛い。いまだ社会人アメフトの試合に参加するスーパーマン。
常見夫婦： 昨年３月に常見医院を閉院し勤務医に戻り少し解放感も感じる。長男が研修医となり一息し、

最近では夫婦で道内を旅行する余裕が少し増えた。夫（旧深沢）は鄭先生とポリクリのチー
ムメイトで涙の再開。

進藤： 週末は東海大学札幌サッカー部とスキー部の顧問、コンサドーレのチームドクター（札幌ドーム
の進藤病院のフラッグに注目）も務め多忙の毎日。東京次期オリンピックの国際委員を務めなが
らも、年間200件の手術もこなしている。

稲川： Psych-Oncologyを専門とし昨年開業。サックス奏者でもありグローバー稲川として巷のライブ
ハウスのジャズセッションに出没している。今回の支部会で何の前触れもなく会計に指名され困
惑している。

加賀： 北海道大学に来て13年。そろそろ限界を感じている。肺移植実施認定施設を目指している。二代
目支部長を拝命するも、参加者の固定化に悩む。まずは、北海道支部会ホームページ「道人会」
を仮設し、楽しめる企画コーナーを検討中。

皆様も一度、ホームページ訪問してみてください！
http://www2.huhp.hokudai.ac.jp/~thoracicsurg/seiikai/
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藤沢同門会　懇親会
　池田 全良（５期生）

　毎年12月の第１金曜日には、藤沢市とその近隣を中心に活動する東海大学出身者の集まりが催されま
す。このために予定を入れてはいけない日。どうしてもその会に行きたくなってしまう日。今回は2017
年12月１日で、参加者は14名でした。
　何かの講演会を借りた形での堅苦しい会でもなく同門以外のものが参加するわけでもなく、普段付き
合いのカジュアルな集まりです。各人の近況・仕事のことや趣味の話題に加えて藤沢医師会に関連する
地域のことなどが話題になりますが、同門を通じて地域医療を身近に感じることができます。皆が同期
でもなければ診療科もそれぞれですが、１年に１回は参加することのできるほのぼのとした嬉しさや楽
しさ、時には密会のような雰囲気を感じさせてくれる時間です。そしてお互いに全力で支え合うことが
できる繋がりを意識する場でもあります。

日　時：2017年12月１日（金曜日）
場　所：「鮮」
参加者：前列左から、宮本　壮（４期 綾瀬厚生病院）、宮治正雄（５期 湘南台宮治クリニック）、亀津絵

里（６期 えりクリニック）、増山和子（４期 増山眼科クリニック）、勝田　真理子（４期 CoCo
クリニック）、池田全良（５期 湘南中央病院）、後列右から、山崎　剛（４期 山崎メンタルクリ
ニック）、大木教久（10期 大木医院）、石田秀樹（７期 石田胃腸科医院）、湯浅章平（10期 章平ク
リニック）、勝俣佳也（12期 勝俣内科医院）、小池　芳親（10期　小池クリニック）、西村和博（10
期　西村整形外科）、樋渡英二（10期 大船中央病院）
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新潟支部会報告
新潟支部長　立川　浩（９期生）

　平成30年度新潟支部会報告を致します。私は平成28年度に支部長に就任しました。就任後は最近開催
されていない新潟支部総会の開催を目指しましたが、実際には現状の会員消息を把握できず、協賛を集
める等の運営方法がわからないため目立った活動もない状況が続いていました。そんな折、星医会名簿
が作成され会員動向をある程度把握することが可能になりました。また、今年（平成30年）３月11日に行
われた星医会総会で支部会全体の現状報告がなされ運営の参考になりました。鄭会長や同期の継先生か
らも助言を頂き、新潟支部事務局長の野澤慎吾先生と相談して、まずは形や人数に拘らず支部会を開き
ましょう、という意見で一致しました。その日のうちに本部の先生方とも開催日を決めて、同期で福島
支部の鳴瀬先生も同じように今年の開催を目指すという話になり、盛り上がったことを覚えています。
その後は、野澤先生がご多忙の中にも場所の確保や案内状の作成、出欠のとりまとめなどの活動を率先
して行って下さいました。会場も眼下に信濃川を見下ろす景観の良い新潟グランドホテルの一室を借り
ることができ、６月９日の開催日を迎えることとなりました。
　当日本部より白石光一先生、継淳先生、豊田雅夫先生より出席
を頂きました。新潟支部としては８名の参加があり計11名で総会
を行いました。今回は星医会からの報告が主体であり、白石先生
よりスライドを用いて東海大学医学部の現状や会員情報などの説
明がありました。質疑応答を終えそのまま懇親会を開催する流れ
となりました。懇親会ではお酒も入りながら、自身の近況を出席
された先生方より報告して頂きました。生い立ちや大学時代から
現在に至るまで話は多岐に渡り、開業された先生や病院等で重責を担う方も多く、共感できる出来事や
今後の参考となる話を聴かせて頂きました。中には東海大学に対する思いを熱く語る先生もおり、大い
に盛り上がりました。来年も開催することを目標として無事閉会となりました。また二次会もほとんど
の先生が参加され、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
　今回支部会を開催して、改めて同窓生の絆を感じることが出来ました。時を経ても、同じ学び舎で学
んだ者同士分かり合えることを共有することは、大学を離れ地域の医療介護に携わる身には貴重な経験
になりました。また白石先生より会の中で、縦の繋がりだけではなく横への繋がりもこれからの星医会
活動として必要、との言葉を頂きました。今後は地域での人脈という点でも支部会活動の幅が広がるの
ではないか、という期待も膨らみました。今は大学を卒業して、様々な事情で地元に戻る方や知らない

土地で働かれている会員も増えてきて
いる状況があります。星医会支部がひ
とつの窓口として機能することも必要
ではないか、と感じました。とはいえ
新潟支部は、まだ会員情報や地域の状
況把握を含めて対応しなければならな
い課題が多いのも実情です。今後大学
に対しても、地域に対しても役に立つ
支部会を目指して地道に活動を続けま
すので、皆様方にはご協力の程よろし
くお願い致します。
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秦野伊勢原支部会報告
秦野伊勢原支部長　武田　浩（７期生）

日　　時：2018/６/16
参加人数：２０名
場　　所：レンブラントホテル厚木
演 題 名：毎年13万人以上が発生する
　　　　　　　大腸癌見逃さないコツと
　　　　　　　　　　地域みんなで支える癌治療
演　　者：東海大学医学部消化器外科 准教授 
　　　　　田中 彰
会　　費：無料
協　　賛：協和発酵キリン

報　　告：
　一昨年に新た発足した秦野伊勢原支部会の第３回学
術講演会を開催致しました。本院からの先生の出席も
あり、地元で開業の先生方との情報交換が出来ました。
来年からは厚木、県央、小田原、平塚など隣接地域の
先生方にもお声掛けをして行き本院の先生との情報交
換の場にしたいと思います。
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静岡支部会報告
静岡支部長　宮沢 正行（８期生）

　平成30年６月23日（土）に、第20回となる静岡支部会を開催致しました。
　今回は15名の先生にご参加頂きました。これまでは総会、学術講演会、懇親会、の三部構成でしたが、
諸般の事情により、協賛メーカー主催の学術講演会の後、場所を移しての懇親会となりました。
　学術講演では、京都大学大学院医学研究科循環器内科学特
定助教の加藤恵理先生（25期）に〔ENGAGEAFTIMI48Trial-
高齢者サブ解析者の視点から〕というタイトルで御講演いた
だきました。抗凝固薬のＲＣＴのデータを中心とするお話し
でしたが、医学統計学や治験の結果の見方など広範に渡って
講演いただきました。
　加藤先生は循環器の臨床医でありながら統計処理に関する
知識がとても豊富で、数字が苦手な我々には大変参考になり
ました。

　終了後に近くの居酒屋に移動しての懇親会となりました。静岡の海産物で二時間の飲み放題を楽しみ
ました。本部からは金渕先生にご参加いただきました。例年は総会の場で大学の近況等お話しいただく
のですが、今年は形態が変わってしまい、この時間がとれないことが残念でした。
　参加人数がなかなか増えない点は例年通り私の努力不足と思われますが、協賛メーカーの規制も厳し
くなるばかりで、来年以降は開催すらも危ぶまれるところです。支部長連絡会の報告でも、特に大学か
ら遠く離れた地方での苦労が多いようです。静岡支部会は来年も恒例の６月第４土曜日の開催を一応予
定しておりますが、不確定な状況です。各支部会の工夫等、教えていただければ幸いです。
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四国支部会報告
四国支部長　松山　毅彦（５期生）

日　時：2018年7月1日（日）
場　所：JRクレメントホテル高松
参加者：8名
講　演：松原　徹夫先生（５期生　豊橋ハートセンター副院長）
会費（講演会）：1,000円
会費（懇親会）：10,000円
協　賛：あすか製薬

　高知県高松市で開催しました。まず、「第８回四国医療セミナー」と
して、講演会を開催、５回生の松原徹夫先生にご講演をいただきました。
　今回は循環器内科領域の話を伺う事が出来ました。私を含めた全員、
皆興味深く聞いておりました。その後、ホテル内で移動し、懇親会を開
催しました。毎年変わらず、瀬戸料理ではありますが、松原徹夫先生、
鄭先生、平川先生ともご満足いただけたかと勝手に思っております。
　マンネリズムは変わらずですが、会員同士の親睦は深められたと思い
ます。
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福島支部会報告
福島支部長　鳴瀬　淑（９期生）

日　　時：平成30年７月21日（土）18時〜
場　　所：ダイワロイネットホテル『和・すが波』（郡山市）
参加人数：13名  （含本部からの参加：鄭義弘会長・白石光一教授・豊田雅夫准教授）

  福島県全体では約35名の星医会福島支部会員がいます。
第１回目の支部会かと思われましたが、随分前に一度開催
したことがあったと判明し「第２回福島支部会」を広大な
福島県の中心に位置する郡山市で行いました。
  顔合わせを兼ねてお食事会形式での開催でしたが、初対
面の方が多いと思いきや顔馴染みの先生方が多く、あちら
こちらでとても話しが盛り上がっていました。1期生から
昨春卒業の39期生まで、本部からの先生方を含め13名の参
加で、近況報告や学生時代の思い出話はもちろん、日頃の
お悩みや自分の身体の相談まで（！）様々な会話に花を咲か
せました。
  今回は支部会開催の案内状を郵送する際に、同期生やお
世話になっている近隣の同窓生には直筆のメッセージを同
封し参加をお願いしましたが、そのメッセージが功を奏し
たという意見がありました。来年以降は頑張ってもっと沢
山の先生方に直筆メッセージを同封せねば！と思いまし
た。
   二次会にも11名の先生方が参加し、数年に一度の開催の
つもりが、また来年の再会を誓って会を閉じました。今回
参加出来なかった皆様も、次回は是非ご参加下さい！お待
ちしております。
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星医会神奈川支部横浜・川崎ブロック会
横浜川崎支部長　臼井 和胤（９期生）

日　時：2018年7月21日（土）
場　所：ホテルプラム横浜
講　演：「総合内科と総合的診療について」
　　　　　　東海大学医学部内科学系　総合内科学教授　小澤秀樹先生
出席者：特別会員／堺　秀人、佐藤正人
　　　　　２期生／金渕一雄（星医会）
　　　　　３期生／櫻井与志彦、山本くるみ、里　悌子、木村榮成
　　　　　４期生／北田　守、中村　健
　　　　　７期生／小澤秀樹、野村　武、内藤英二、筑丸志津子、増田愛一郎、相原英雄
　　　　　８期生／太田和年、田中武則
　　　　　９期生／日原信彦、臼井和胤
　　　　　10期生／西村和博、古田　薫
 
　小澤先生による講演会の後、同ホテルの会場で、懇親会が開かれました。
　堺　秀人先生から、田中豊先生の訃報報告があると、田中先生の情熱的な姿しか思い浮かばず、会場
からも「えっ、なぜ」というざわめきが起きました。
　堺先生に「田中豊がいなっかったら、現在の東海大学病院は存在しない！」と熱く語っていただきま
した。
　会食のあと、出席者からの近況報告や医療に関する意見が述べられました。
　金渕一雄先生より、星医会の活動報告と東海大学医学部の近況報告がありました。
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星医会湘南支部会「湘南・西湘地区医療連携フォーラム」報告
　増田 愛一郎（７期生）

　「平成」開催の最後となる星医会湘南支部会が平成30年７月28日（土曜日）に藤沢駅徒歩５分の外装が
ちょっとバブリーな湘南クリスタルホテルにて行われました。
　湘南支部会は７月第４土曜に恒例開催としており例年ならば梅雨明けの穏やかな天候で開催されるは
ずでしたが幹事の日ごろの行いに因果があるのでしょうか（笑）、関東から関西に向かう逆コースをた
どった台風12号の接近する暴風雨＆避難勧告の出る中、参加予定されていた半分以上の先生方が当日欠
席を余儀なくされる悪天候でしたが万難を排した14名の同窓、大谷先生（２期）、後藤先生（３期）、小俣
先生（６期）、小林先生、宮本先生、武田先生、太田先生、石田先生、野村先生、増田（７期）、斎藤先生

（８期）、本多先生、西村先生（10期）、大木先生（11期）に御参加して頂きました。帰宅困難のリスクのあ
る中での御参加本当に有難うございました！
　今回は東海大学医学部教授　大磯病院副院長の小林一郎先生（７期）に講演をお願い致しました。演題
名は「最近の肺がん治療の進歩について」。
　以前はオペ適のない肺がん患者さんは緩和医療だったと思っていましたが、イレッサ、オプシーボな
どの分子標的治療薬、がん免疫療法薬の登場によって劇的に予後が改善され、さらには遺伝子変異を調
べることで効果が推定できるということを多数の症例を提示しながら、門外漢の私でもわかりやすくお
話し頂きました。
　講演会終了後は湘南支部長の西村和博先生（10期）の開会
挨拶の後に、竹井太先生（３期）の沖縄県宮古島地区医師会
会長就任祝賀会に出席の鄭義弘先生に代わり本多ゆみえ先
生から大学の状況や他の星医会ブロックの様子を写真で紹
介、懐かしい顔の面々に歓声が沸きました。本多先生には
引き続き乾杯の音頭を頂き、西村先生の閉会挨拶まで和や
かな雰囲気の中あっという間の２時間30分でした。
　懇親会後は台風の影響が残る中、グルメ通の太田先生お
ススメのバーで小林先生を囲む湘南プチ７期会に本多先
生、西村先生が合流し昔のあるある話に花が咲きました。

　湘南支部会は来年も７月第４
土曜に予定しております。本開
催時はまだ演者の先生は決まっ
ておりませんがたくさんの同窓
のご参加、西村先生に代わりま
してお願い申し上げます。
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沖縄支部会報告
　稲生　真夕（38期生）

日　時：2018年7月28日
場　所：神圧　泉崎店
参加者：11名

　第３回沖縄支部会、竹井太先生の宮古島医師会長就任祝いが７月28日に開催されました。沖縄県内に
いらっしゃる先生方が集まられました。本州に台風が近づいている中、星医会幹部の鄭先生、豊田先生、
平川先生もなんとか来沖されとても賑やかな会になりました。
　私は大学５年生の選択実習で竹井先生の診療所でお世話になったことがきっかけとなり沖縄で医師と
して生活を始めることとなったので、今回の会に参加できて光栄でした。竹井先生が大学病院を離れて
も学生の受け入れや、大学での講義などを通して大学に貢献されているのは素晴らしいと思います。宮
良先生をはじめとしてその他の参加された先生方も地域の最前線で活躍されている方が多く、とても刺
激になりました。
　泡盛を飲みながら話に花が咲きましたが、開業していらっしゃる先生が多かったためか、医師派遣な
どのアイデアが出たのは面白かったです。同窓生の講義をオンライン配信するなど時代に即したアイデ
アも実現するといいなあと思いました。支部会に参加して、卒業生のつながりを大切にしていきたいと
思いました。
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長野支部会報告
　松林　祐司（６期生）

日時：2018年９月８日（土）　　　場所：ホテルブエナビスタ松本
講演：豊田　雅夫先生
会費：5,000円　　　協賛：アステラス製薬

　第17回の支部会（しなのフォーラム）を
豊田雅夫先生に〈特別講演〉「糖尿病に
おける最近のポイント〜高齢者血糖コン
トロール目標の解釈から重症化予防ま
で」をご講演して頂きました。
　次に鄭義弘会長より大学の近況報告を
して頂きました。星医会の会員数が4000
名を擁する大規模な組織に発展された
事、全国の支部会の現況などをお話し頂
きました。続いて総会を経て懇親会を開
催しました。

　懇親会ではご参加の先生の近況報告など和やかな雰囲気の中で親睦を深められたと思います。鄭義弘
会長　豊田雅夫理事ご来松誠にありがとうございました。
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九州合同支部会報告
宮崎支部長　萩原　忍（４期生）

日時：2018年10月13日（土）
場所：宮崎観光ホテル料亭山吹梅の間
参加人数：20名
講演：吉田　貴彦先生（４期生　旭川医科大学教授）

　今年は１期生１人、２期生３人、４期生４人、６期生３人、
７期生３人、８期生１人、11期生１人、13期生２人、15期
生１人、21期生１人　の計20名の参加となりました。
　今回の講演会は４期生であり旭川医科大学社会医学講座life workである砒素についてのお話でした。
　教授吉田貴彦先生の大変興味のあるお話で、講演後会員の皆様からの質問も珍しく多数ありは大変有
意義な時間を過ごすことが出来ました。
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平成30年度　千葉支部総会
千葉支部事務局長　田中　彰（４期生）

　今年も千葉支部総会を11月10日千葉市東天紅で開催いたしました。
　今年はいつも来てくださっている金渕一雄先生はご都合で出席されませんでしたが、本部からは五月
女昇先生と梅園朋也先生が来てくださいました。
　今年初めて参加された先生もいらっしゃいましたが、みんな大学時代や地域の話で大いに盛り上がり
ました。
　「君のお父さんには、僕が開業した時医師会でお世話になったよ。」「この先生と私は彼が幼稚園生の
時から知り合いで、この前は東海大医学部に行っている私の息子が彼に指導してもらったの。」
　東海大学の卒業生も30年以上に渡っていますので、世代や地域を超えた繋がりになっているようです。
　この会の参加者も毎年ほぼ同じ顔ぶれとなってきてはいますが、年ごとにその親睦は深くなっており
ます。
　千葉支部総会は毎年11月の第２土曜
日に行っております。来年は11月９日

（土）に開催する予定ですので皆様のご
参加をぜひお待ちしております。
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星医会県央支部会「県央医学会学術講演会」報告
県央支部事務局長　増田 愛一郎（７期生）

　星医会県央支部会を平成30年11月10日（土曜日）に相模大野駅ビルにある小田急ホテルセンチュリー相
模大野にて開催しました。
　県央支部会は神奈川県央地区にクリニックまたは在住の同窓を中心に構成され11月第１土曜に恒例開
催としておりましたが、今年は文化の日と重なり連休初日、いろいろと予定されている方も多いだろう
と考え第2土曜に変更しましたが、逆に秋の学会と星医会理事の先生方が出席する全国私立医科大学同
窓会全国会と重なり、同窓の先生方が楽しみにしている他支部近況がなく幹事の確認不足で大変申し訳
なく思っています。
　さて、今回の県央支部会は会長の岡本裕一先生（１期）のご挨拶に引き続き、４月に総合内科教授に昇
格された小澤秀樹先生（７期）にお願い致しました。
　演題は「日常診療におけるBio-Phycho-Social model−フレイル患者の心房細動まで−」。馴染みのな
い演題名でありましたが、疾患だけではなく、その人の心理や社会的背景を考慮して治療方針を提案し
ていく考え方で身近な症例を取り入れわかりやすくお話し頂きました。ウロ医者のボクとしましては、
心理、社会的な考え方を背景に前立腺癌患者から性病まで幅広い範囲で応用できる考え方でたいへん勉
強になりました。
　講演会終了後は武藤信美先生（３期）の乾杯ご挨拶、しばしの歓談後に皆様より近況の一言を頂きまし
た。今回は傘寿になられた星医会特別会員で産婦人科学元教授の篠塚孝男先生にもご参加頂き同門の先
生方も多数参加され会場のあちこちで歓声の上がる楽しい会でした。
　次回の県央支部会も第1土曜が連休初日で建学祭のため、今回同様に第２土曜11月９日開催を予定
しております。県央地区には同窓の多くの若い先生方が新しく開院されています。県央支部会は先輩
後輩が隔たりなく楽しく話せる同窓の会ですので是非多くの先生方に御参加頂ければ幸いです。増田

（i1ro0228@yahoo.co.jp）までお気軽にメールください。お待ちしています。
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大分支部会報告
大分支部長　森　　哲（７期生）

日時：2019年１月26日（土）
場所：「ふぐ八丁」
参加人数：９名

　開会の辞を支部長森が行い、その後鄭会長よりご挨拶をいただきました。
　総会では大分支部の平成30年の活動報告、今年開催される星医会九州合同支部会in大分などについて
検討しました。
　総会終了後、金淵先生の乾杯で懇親会（別名、ふぐの会）が和やかに開始されました。おいしいふぐを
食べながら、途中で鄭会長から星医会の近況報告がスライドを使って行われました。あっという間に３
時間が過ぎ、最後にふぐの会の命名者でもある宮崎支部の萩原忍先生から万歳三唱をしていただき終了
しました。
　その後は２次会へと場所を移動し、遅くまで楽しい時間を過ごさせて頂きました。ありがとうござい
ました。
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同期会便り

　当初は一期会、ななご会および三星会の合同開催から始まった合同同期会ですが、ここ数年は一期か
ら四期合同の同期会として賑やかに開催して参りました。出欠の取りまとめなどを含め、いつも金渕先
生におんぶにだっこの状態で過ごさせて戴きました。会計の帳尻を合わせるのだけが三期幹事のお役目
と思って、すっかり安心しておりましたところ、会の８か月後に突然星医会より同期会についてまとめ
よとのお達しがあり、困り果てました。というのも、会費の徴収に気をとられていたこともあり、会の
進行および内容について全く記憶がなかったからです（あまりの記憶力のなさにただ驚愕！）。親しい
数人の友人にも聞いてみましたが、誰もほとんど覚えていないようなので、居直って、出席者の氏名を
列挙することと写真呈示でお許し戴きたいと思っております。

　参加者は50名（奥様を含めて53名）でし
た。参加者は固定化しつつあり、最も多い
四期でも20名を超えてはおりません。一番
若い四期生を除き還暦を過ぎる年齢とな
り、それ相応の貫録はついてきているもの
の、一堂会せば気持ちは大学生の時代に戻
る。ということで、今回もまた楽しく過ご
させて戴きました。
　次回は各期で別々に開催することになり
そうですが、合同開催はまた別の楽しさが
ありますので、また機会をみて開催できた
らと考えております。

　医師会活動などでご多忙な方も多いかと思いますが、他の会にはない楽しさ（寛ぎ？）のある同期会
に是非ご参加下さい。初参加の方、久しぶりの参加の方を心よりお待ちしております。また、翌日の星
医会総会では、懐かしい先生方にもお会いできますので、併せご参加下さいますようお願い致します。

参加者（あいうえお順、敬称略）
　一期：大川 尚美、岡本 裕一（奥様同伴）、草山 ほづえ、桑平 一郎、後藤 英隆（奥様同伴）、
　　　　中島 功、橋本 明城、宮坂 宗男、森田 泰鎮、吉利 味江子
　二期：内山 光昭、大谷 泰雄、奥井 克治、門阪 利雄、金渕 一雄、河合 憲司、武田 啓介、林 芳弘、
　　　　広瀬 哲
　三期：秋元 かつみ、池田 和也、小野 容明、木村 栄成、桑原 正隆（奥様同伴）、古閑 俊浩、
　　　　後藤 研一郎、櫻井 与志彦、里 悌子、須知 雅史、津久井 優、灰田 宗孝、古橋 進一、
　　　　山本 くるみ
　四期：岡本 正史、笠原 紳、加藤 芳朗、北村 真、木村 英植、木村 衛、篠原 隆、白滝 文良、
　　　　高安 博之、中馬 基武、寺師 碩甫、武藤 信美、宮川 和子、宮本 壮、谷亀 光則、山路 修身、
　　　　吉田 貴彦

１－４期合同同期会の報告
　　里　悌子（３期生）

艶女医 （一期生）

写真提供：吉田貴彦先生、金渕一雄先生
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一期生

ななご会
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三星会

四期生

次回四期生会　【日時】　2019年３月９日（土）　18時から
　　　　　　　【場所】　謝朋殿　　東京都新宿区西新宿1-10-2　110ビルB2F　☎︎03-6279-0330
　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.shahoden.com/shop/shinjuku.html
　　　　　　　【会費】　5,000円 （家族も5,000円で参加可能）　　【幹事】　篠原  隆　shinoh@rakuten.jp
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　５期生会を2018年6月24日に京王プラザホテル新宿で行いました。今回は13人と人数的には少なかっ
たのですが、亡くなった同期もなくほっとしたところです。
　はじめに、東京都内で開業している菅野さん（学生時代の呼び方）の挨拶と乾杯で始まりました。呼
吸器外科岩崎君の東海大学医学部の状況についてプレゼンテーションがあり、みんな興味深く聞いてい
ました。
　白石から星医会の状況を説明しました。同期会は継続することに大きな意味があります。学生時代に
同じ授業、試験を受け泣き笑いした仲は卒業後35年近くなっても変わりない仲間です。今回幹事をしま
したが遠方にいる同期に連絡することが楽しみでした。同期会を通して連絡先が不明、メール届かずな
どは寂しいことです。是非、星医会の会員名簿が依り充実するように副会長として努めるよう強く感じ
ました。
　次回は、もっと集まれるようにしていきます。これを見て連絡が来ていない人がいたらわたしに連絡
ください（東海大学東京病院）。

出席者（敬称略）　写真後列左から　高、田中（元）、岩崎、奥村、白石、犬塚、町村、定方、小野田、
　　　　　　　　　　前列左から　崔、赤須、菅野、野口

５期生会開催　─ 今年も会えたね ─
　　白石 光一（５期生）
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　2018年３月14日例年通り星医会総会前日に京王プラザホテルで開催されました。本人自らその時に語
った近況についてお知らせします（順不同）。

中村美加栄：同窓会初参加、卒後田舎に帰ったので33年ぶりの旧友との再会。近藤均さんの年賀状にあ
った“同窓会来いよ！！”の一言で行く決心。来て良かった。13年前に浜松で開業しボチボチやっ
ている。第３回台湾旅行にも初参加。

谷垣俊守：第１・２回と続けて黄さん主催の台湾旅行に参加してその楽しさに魅了される。できるだけ
多くの同級生が参加してくれることを願って止まない。

角田晃一：相変わらず元気はつらつ。10月に『声をきれいにすると超健康になる』（すばる舎）を俳優阿
部寛さんの推薦付きで発売。絶賛活躍中です！

寺尾一郎：著変なし。ただし年々進む老いに対しどう対応するか、健康のためどうするかを考え、終活
にも取り組む所存。胃瘻は不要、飯食えなければ死んでもよいと考える。

黄俊銘（長峰俊一）：長生きしましょう、そして最期まで人生楽しみましょう！おいでませ台湾。
西崎泰弘：同世代の卒業生の訃報が相次ぎ健康の尊さを痛感した。自身は２年前に伊勢原に移ったもの

の、４月から東京病院院長の要職を拝命した。東海大学自見はなこさんを励ます会事務局長。
近藤均：みかえちゃんに会えて幸せ。
高誠勉（高橋建勝）：黄・寺尾さんが今そしてこれからをどう生きるかという話しがあったが、いずれに

せよ今こうして30年来の友人達と一緒に入れて幸せ。友達100人できたかな？

2018年６期生同窓会便りと第３回恒例の台湾旅行
　　平川　均（６期生）
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小俣富美雄：聖路加消化器で臨床している。娘さんが東海医学部に入学している。
萩野仁志：１月に『医師と声楽家が導く人生最高の声を手に入れる６つのステップ』（音楽之友社）

を、９月に『謎の耳づまり病を自分で治す本』（マキノ出版）を執筆、上咽頭擦過治療（EAT）を行い、
耳管閉塞症のみならず、IgA腎症、UCなどにも効果をあげている。

山本伸一：60過ぎると身体のパーツが傷んでくる。４年前に生死をさ迷ったが西崎君に助けてもらった。
当選倍率76倍のトレイン四季島にも乗りました。台湾旅行３回連続を目指したが、鼠径ヘルニアの
ため無念の断念（脱腸の思い・・）。

加藤雅通：名古屋在住。加藤外科産婦人科・乳腺クリニックで弟さんとともに働く。乳腺を中心とした
婦人科疾患の診療に当たる。マラソンランナーのように一緒に走る人の背中がだんだん前にいって
しまった・・・卒業より入学時の人たちがより近しいと思う。

萱場潤：加藤さんの問題は共感でき、自分も卒後10年のブランクを経て今に到っているが、同窓会も来
だせば仲間、けっこう楽しい。台湾も楽しいから今年も行った。

加賀基知三：2005年に北海道大学へ移って孤軍奮闘13年経った。東海大医学部北海道支部会の会長も兼
務。やはり母校はよい。外に出て改めて実感。今後も積極的に上京し、みんなと交わりたい。

高橋潔：厚木循環器クリニックに勤務。老人たちの教祖さまとなって野菜・納豆・魚中心、乳製品・肉・
お菓子はご法度の食事並びにアセスによる歯磨き指導。最近はフェブリックは尿酸生成抑制薬に留
まらず、血管と心臓を守る重要な薬として積極的に処方、Ｋ君の心房細動も改善した。

藤本（橋本）星代：３期上の御主人と島田市に開業して早四半世紀、育児と借金に追われている。子供達
が巣立つことで人生の目標失いかけたが、息子と娘が営む“牧之原乗馬クラブ“設立という新たな
夢を実現した。皆さまのお越しをお待ちしています。

東永廉：大学辞めて実家の医院で父と供にオジサンでも若先生として週休３日で勤務。プチライザップ
で体脂肪率20％へ、夏までに腹筋を６パックにする。萱場・萩野さんと嫁無いトリオの一人。

柳町徳春：2000年に死にそこなった。その後もちょこちょこ病気している。画像診断が好きなのでこれ
からも続けて行きたい。昨年土壇場で参加できなくなった台湾にも今年は無事に参加できた。

小島原将博：先日お母様が総胆管結石による黄疸並びにＤＭの悪化で、同窓会参加が危うかったがギリ
ギリ来られた。身体も心もボロボロです。

森屋秀樹：筋トレのやり過ぎで、筋委縮を起こした。テグレトールで痛みの管理しつつ筋トレ再開した。
藤田仁：アゲハ蝶の羽化に取り組んでいる。調教して幼虫を手（指）乗りにしたり、声を覚えさせ、羽化

後に呼び戻したりしている。
平川均：一昨年おみくじで３回続けて大凶引いた直後に緊急手術に到った経緯を乗り越え、４月から八

王子病院で小児外科学臨床教授を拝命。長女は無事卒業し東海大で研修医、次女は医学部２年生・・
まだまだ死ねない、稼がないと。
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　続きまして、先日終わったばかりの第３
回黄さんプロデュース台湾旅行についても
報告します。
　11/23〜25の３日間、渡辺修一・亀津（中
島）絵里・寺尾・萱場・高・中村・西崎・
加賀夫妻・柳町夫妻・平川夫妻の13名参加
の下、チャーターされた大型バスで台北と
台中を往復しつつ、台湾大学病院・中国医
薬大学病院などでの健診センターの見学並
びに交流、台中世界花博鑑賞、宮原眼科（日
本統治下時代の医院をリノベーションして
名物のパインケーキや太陽餅、アイスなど
を売りにし、その内装はアジア風ホグワー
ツ魔法魔術学校を思わせる。）観光、夕食２
回はもちろん、30人くらい座れる円卓を囲
んだり、56度の高級高粱酒の一気飲み大会

（台湾流は、飲み干した証拠にグラスをひ
っくり返し頭にかざす。）したりして飲めや
歌えの大歓待を受けました。またちょうど
この時、統一地方選挙が行われ、台湾独立
を謳う民進党が中国のバックアップを受け
る国民党に大敗を喫した歴史的な日にも居
合わる形となりました。
　来年は早くも台東に行こうかとの話も出
ています。多くの参加者をお待ちしており
ます。
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　昨年、一昨年に引き続き、同窓会総会の前日、今回も新宿の小田急ホテルサザンタワーで、７期生会
を行いました。３年続けて行ったのにもかかわらず、今年も23名の参加を得ました。
　参加者は相原英雄、秋山克徳、有賀（谷口）浩子、伊藤龍太郎、井上貴雄、宇野克明、太田和年、越智
崇史、加藤雅通、坂根浩弥、末野利治、武井学、武田浩、田代桂一、筑丸（藤田）志津子、鄭義弘、西崎
泰弘、西村（杉山）民子、野村武、布施川（小笠原）久恵、前田篤志、増田愛一郎、宮本ゆう子、山本修で
した。
　会の冒頭、７期生に在籍していた河野博久さん、金井塚保博さん、村松親さんが前年に逝去されたこ
とに黙祷を捧げました。
　初めて参加してくれた人も多く、懐かしさとともに本当に楽しい時間を過ごすことが出来ました。み
んな喜んでくれて、毎年参加者は変わるけど、皆が集まれる機会を今後も持ち続けようと決心しました。
　２次会はいつもと同じサザンタワーのバー「響」でしたが、参加者のほとんどが残ってくれました。
今回も３次会に行こうとなり探しましたが場所が取れず、カラオケボックスになってしまいました。広
い部屋だったので、８期生の先生方も合流してくれて、大変盛り上がりました。参加者は毎回変わるか
もしれませんが、いつでも昔の仲間に会って懐かしい話や悩み事を相談できる会にしたいと思います。
今年も同じサザンタワー行いますので、気楽に参加お願いします。
　最後に実は４次会もあって、私幹事の部屋に５〜６人残って明け方近くまで飲んでいました。私は先
に寝てしまい、皆が帰ったのも知りませんでしたが。

７期生会報告（2018年３月10日）
　　末野 利治（７期生）

１次会
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２次会

３次会
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　　「お〜30年振りだな」「変わらないね〜」「ちょっと・・・が」と会開始時間前から集まった同級生が、
本当に久し振りの再会に騒いでいました。きっと地元ではそれなりの地位と立場があって、普段は年相
応の対応をしているだろうに、そんなことを全く気にせず、あの頃に戻ってあの頃の乗りで。
　第38回星医会総会が、今年８の数字の卒業生を無料招待することになり、それに合わせて中本節夫（中
本耳鼻咽喉科・三重県）と中川儀英（東海大学高度救命救急センター）が発起人となり、卒業以来2度
目の同期会を総会前日に前回と同じ京王プラザ本館２F「南国」で開催し33名が参加しました。ちなみ
に第1回の同期会はＨ27年３月で参加人数は42名。今回初の参加者は10名でしたので同期52名が一度は
参加した計算になります。
　我々が学んだ1981年からの６年間はちょうどバブル期絶頂でディスコ全盛。本学では野球の原辰徳選
手や柔道の山下泰裕選手が東海大学の名を高めていた時代です。

東海大学８期生会
　宮良クリニック　宮良 球一郎（８期生）

　私事でいうと金田良雅先生率いる寄生学教室に入り
浸っていました。
　中川の乾杯の挨拶で会がスタートし、すぐに30年の
溝を埋めるように、あちこちで話の輪が広がっていま
した。
　会は１人１分のそれぞれの性格が反映された自己紹
介の後、田島達也（たじま産婦人科）が準備した卒業記
念パーティーの filmを見ながら恩師の顔を懐かしみ、
来年も会を開催することを約束し２時間の楽しくて短
い会が終了しました。
　その後の二次会で丹羽潔（東京頭痛クリニック）が
グループLINE（東海８期生2018）を始め、すでに37
名が登録し活発に意見交換しています。
　今回参加できなかった８期生へ。参加希望あれば８
期生LINEに登録するか、中本＆中川に連絡下さい。
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　平成30年３月10日19時から、例年と同じ京王プラザホテル42階「津久井」におきまして、「９期生同窓会」
を開催しました。
　今回は卒後30周年記念と銘打っての開催でしたが、当日は22名の参加者でさらに終盤になり今回も広
島から正岡良之君が駆けつけてくれました。今回も昨年に続き遠く鹿児島から小川洋樹君が参加してく
れ、さらに久しぶりに秋田から京吉紀君も駆けつけてくれました。
　写真をご覧いただいても分かる通り、二人とも当時とほとんど変わらずびっくりです。私も含め全員
一様に年齢を重ね、いいオッサン・オバサンになってはいるものの全くの別人になっているものはおら
ず何とか判別可能で、ひとたび集えばいきなり30年以上一気にタイムスリップできるようです。当時の
懐かしいエピソードから近況報告まであちらこちらで楽しそうな笑い声とともに聞こえてきました。あ
っという間の２時間でしたが、みんなの健康と再会を誓ってお開きになりました。

　以下、当日参加された面々を敬称略で列記いたします（伊藤宇一、稲村（井口）いずみ、今宮 聡、臼
井和胤、梅原潤一、小川洋樹、中山（大川）美子、加賀達美、加藤優子、京 吉紀、熊谷美穂、熊倉荘一、
倉片 優、篠原伸顕、立川 浩、継 淳、西海 昇、日原信彦、廣川 豊、藤原道雄、正岡良之、村上 健、善
方菊夫）。

９期生同窓会報告
　幹事　継　　淳（９期生）
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　また、当日会場で近況報告を一言ずつ書いてもらいました。記載のあった方々のものをお名前ととも
に列記します。
　伊藤…国保審査しています。足関節はOAになってます
　稲村…地方の中小病院ですが地域医療に貢献すべく頑張ってます。医師募集中
　臼井…池上総合病院で地域医療をやってます
　　京 …長男結婚しもうじきおじいちゃんになりそう
　熊谷…かわりなく元気です
　熊倉…開業10周年となりました
　倉片…クリニカ市ヶ谷というクリニックをやってます
　篠原…東京頭痛クリニックでやとわれ院長をしています
　立川…悠遊健康村病院で慢性透析を始めました
　日原…そろそろ体力が低下してきました。発達障害専門クリニックやってます
　廣川…西東京市で開業して17年になりました
　村上…江戸川区で精神科医院をやってます。水道管修理してます
　善方…横浜中心に産婦人科・小児科クリニック5か所運営
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　10期生会を昨年の３月10日土曜日、星医会総会の前日に、新宿の京王プラザで行いました。場所も時
間も例年どおりでやっています。
　年齢は50も半ばになり、世間でいう部長職の先生も増えてきましたが、皆気持ちは医学生時代のまま
ですので、今まで10期生会に１回も参加されてなく、2019年３月９日の会に出席しようかどうか迷われ
ている方は是非、お気軽にお越しになってください。
　仕事で、一次会に間に合わない方は、21時30分から二次会もありますので、二次会でお待ちしていま
す。（本多にメール（yumie@is.icc.u-tokai.ac.jp）していただくか、直接、新宿京王プラザにお越しいただ
ければどこで二次会をやっているかわかります。）
　10期生会は2012年から年に１回開催しています。例年３月の星医会総会（第二日曜日）前日の土曜日に
京王プラザ（新宿）で開催します。次回予定がつかない方も、毎年行いますので、ご都合のよろしい年に
参加していただけると幸いです。
　2019年の10期生会の案内は、既に皆様のお手元にお送りしてありますのでご検討下さい。またFace 
Bookをおやりの方は、10期生会のclosedの会もありますので連絡をください。
　次回は2019年3月9日土曜日の19時頃から京王プラザで開催予定です。「10期生会」の写真や動画を
Face Bookにアップしますのでお時間のある方はご覧ください。

10期生会の報告
　　本多 ゆみえ（10期生）
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星医会奨学金についての報告

　この度、星医会奨学金事業の終了に当たり、これまでの経緯を会員の皆様にご報告致します。
　本事業は、医学部医学科在学中の学生に対して、経済的理由により修学の継続が困難であり、医学部
医学科卒業後は星医会に入会することを前提とし、学校納付金を使途とする奨学金を貸与することを目
的に、1999年に当時の中瀬古会長により設立され2000年より奨学金交付を開始致しました。
　医学部医学科在学中の５年次及び６年次の単一年度に、奨学生１名に対し50万円を年４名程度に交付
し、卒業後３年目より返済をして頂く。原資は星医会資産よりの出資金と会員の皆様より御賛同頂いた
寄付金によりまして運営し、基金の総額も2500万円程に至りました。
　これまでのべ23名（2000年度２名、2001年度3名、2002年度１名、2003年度３名、2004年度４名、
2005年度１名、2006年度２名、2007年度２名、2008年度４名、2009年度１名）に総額1,150万円もの奨
学金が交付されました。
　しかしながら、卒業後連絡が取れないケース、諸事情から返済の猶予を求めるケース、星医会奨学金
の交付を受けたにも拘らず卒業時に星医会の入会金が未納であったケースなど、幾つかの問題が発生。
また５年次と６年次の２年に渡り総額100万円の奨学金交付を受けたケースもありました。時には返済
困難の奨学生に対し、返済交渉と計画立案の為、ご本人の下へ出向き相談に伺ったこともありました。
　2010年度以後は奨学金への応募が無く経過し、2016年度には理事会にて星医会奨学生の募集を停止と
しました。ここに至り星医会奨学金事業は当初の役目を終えたと考え、運用の難しさを勘案し、事業終
了を判断致しました。これにより、東海大学星医会奨学金規程第11条及び東海大学星医会奨学金規程施
行細則第19条に基づき、2018年９月より星医会理事会の承認と評議員会への報告により事業の終了と規
程の廃止の為の手続きを開始致しました。

　10月31日に教学課長と協議し合意。11月8日の理事会に上程し、承認。
　11月12日に返済延滞奨学生の最終返済が完了し、完済が確認されました。
　12月13日の評議員会に報告。本会報の掲載にて会員へ報告に至りました。

　資金として出資・寄付を頂いた原資は、財務課の提案により今後25年間に渡り、医学部医学科在学生
「白衣授与式での白衣代」の学事予算として伊勢原教学課より計上され還元される計画であります。
　会員の皆様には、これまで東海大学星医会奨学金基金へ御理解と多くの御賛同を賜わり、ここに厚く
御礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星医会会長　　　　　　　鄭　　義弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星医会奨学金担当理事　　五月女　昇

星医会奨学金事業終了のご報告と御礼
星医会奨学金担当理事　五月女　昇（15期生）
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　平成30年11月17日、「グレートバリ新宿」において、硬式庭球部ＯＢ会が開催されました。参加者は
総勢65名！と人数だけを見ると、恐らく皆さん驚かれることと思いますが、実は卒業生は16名、他49名
は現役学生という構成なのです。
　我らがテニス部ＯＢ会は、テニス部ＯＢ会長で１期生の中村豊先生と、創部当時から長年部長教員を
務められていた鈴木先生（元分子生物学Ⅱ教授）を中心に、数名のＯＢ有志が集まって、確か10数年前に
横浜で開催されたのが始まりだったと記憶しております。始めの７−８年は卒業生が日々の診療の合間
を縫って企画・運営を行ってきましたが、当初から現役学生も参加されていたことから、次第に企画・
運営の実務は、現役学生が担うようになって今日に至っています。
　この様な経緯から、最近では圧倒的に学生の参加が多く、もっと多くの卒業生のご参加も頂きたいと
ころですが、参加できなかった卒業生からも多くのカンパが寄せられ、余剰金は部活の活動費に充てら
れつつ、この会が途絶えることなく続いていることは大変誇らしく思います。実際、学生と卒業生との
こういう場での情報交換は、学生諸君の将来設計にも大いに役立っているようにも見受けられ、学生時
代の部活の大切さ、共に汗と涙を流し、共に笑った時代の大切さを今更ながら身に染みて感じています。
　ところで、私はというと、同窓会の仕事と重なり、４年振りの参加と相成りました。それでも当夜も
宴席のダブルヘッダーで、先の宴席を中座しての参加となり、一杯？？万円のハイボールではとても酔
えませんでした（笑）！その分、二次会の「そっくり館キサラ」では大いに弾ける結果になり、楽しい夜
は更けてゆきました。
　来年も恐らく11月の週末の開催が予定されています。是非とも多く皆様の、特に卒業生の方々の奮っ
てのご参加を期待しております！！

硬式庭球部OB会のご報告
　鄭　義弘（７期生）

ＯＢ会報告
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日　時　 2019年３月10日 (日曜)　
場　所   新宿　京王プラザホテル  本館４F『 花 』
参加費　１万円
　　　　　　※９期．19期．29期．39期．40期生は会費無料
　　　　　　　封筒の宛名ラベル右下の番号ハイフン左側が期です

第39回星医会総会開催

総会参加費無料の表記についてのお詫び

　今年も下記の通り総会を開催いたしますので、奮ってご参加下さい。
記

　今回のご招待期は９期生、19期生、29期生、39期生、40期生です。
　１月に会員の皆様に郵送しました「第39回星医会総会開催のご案内」の文中では
卒後、30年、20年、10年と新卒のと表記がありますが、誤りです。
　大変申し訳ありませんでした。
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　 星医会会員の皆様、平素より大変お世話になっております。この度はタイ医学研修への参加にあたり、
多大なご支援をいただき誠にありがとうございます。
　今回のタイ研修は2018年７月21日−30日の日程で行われました。

　今回のタイ研修では、タイを例として日本以外の医療制度、保険制度、衛生状況や衛生管理の状況な
どを学んで、日本のそれらとを比較し、海外の医療制度へと視野を広げることを目的としました。
　まず初めには公衆衛生省のクワンチャイ先生方からタイにおける保健医療サービス、タイ感染症サー
ベイランス、タイの国境医療などについての講義を受け、さらにタイの保険医療にまつわる施設へと見
学させていただきました。

タイ王国医学研修
楠瀬 萌子（医学部４年）

在校生のページ

　タイ公衆衛生省では伝統
医療の概念を学び、バンコ
ク首都圏型ヘルスセンター、
Muan Disrict地区のヘルス
センターを見学することで、
都市型と地域型のヘルスセ
ンターを比較したりしまし
た。またヘルスセンターだ
けでなく、チョンブリ県に
ある比較的大きな病院の中
を見学することもできまし
たし、海外のあらゆる病状
の患者さんに対応できる、
まるでホテルのような綺麗
な病院（バムルムラード国
際病院）も見学させていた
だきました。

私立シリラジ病院の病室です。個室を見学させていただきました。この
個室は病院とは思えないほどで、まるでホテルのような部屋でした。患
者さんが病気を意識しないように、また家族がともに過ごせるようにこ
だわっており、ゆったりとした空間でした。

　見学する際、私たちは見学した施設はそれぞれ一次、二次、三次医療のどれにあたるか、私立と公立
のどちらか、伝統と西洋医療のどちらを行っている施設なのか、という区別を行いました。タイの医療
施設は一次、二次、三次と患者さんの傷病の重症度について分けることができます。一次医療は、ヘル
スセンターや地域の診療所のような施設です。二次医療は、総合的に診療できる施設です。三次医療は
地域病院にあたります。タイの公的医療制度は日本と大きく異なっており、いつでも好きな病院に行く
ことはできません。まずは地域のヘルスセンターへ、そこで解決できなければ小〜中〜大規模の病院へ
と紹介されます。しかし時間がかなりかかるため、一般にタイの人々が受けられる治療は日本と比較す
ると限られています。
　タイで抱える健康問題については、生活習慣病がかなり増えているほか、ミャンマーやラオス、カ
ンボジアといった国と国境を面しているので、外部からの感染症の輸入の問題がまだ存在しているそ
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うです。経済は発展しき
て は い る の で す が、not 
affordable（ 余 裕 が な い ）
にとどまっているのが現状
で、まだまだそれに医療制
度が追いついていないのが
現状のようです。日本同様
に、高齢化も急速に進んで
おり、それに伴う医療費の
増加、医療制度の整備、 病
気の予防方法が大きな課題
となっています。

　今回、ヘルスセンターから大きな病院までを見学させていただいて、私の想像よりはるかに医療サー
ビスが進んでおり、さらにタイなりの医療に対する工夫が施されていたという印象を受けました。
　例えば、バムルムラード国際病院で見た医療ツーリズムとしてのおもてなしは、『お客様（患者様）
は神様』というかのような入院施設でした。ホテルのような外見、点滴などの医療器具が常に外部に見
えないような工夫や家族が側で待機できる場所なども設けられていました。
　伝統医療は、日本でも鍼灸院や整体などが増えてきましたが、タイでは医師として伝統医療を行うに
は専門の免許が必要であり、伝統医療を専門的に行う科が西洋医療と同等に病院に設置されていました。
　また、近代的な技術も積
極的に導入していこうとし
ていることもわかりました。
チョンブリ病院では、患者
さんを重症、軽傷でシステ
ム的に仕分け、患者さんが
待たずに治療を受けられる
ように、携帯のアプリを利
用した呼び出しシステムも
見られました。
　個人的に驚いたことは、
ヘルスセンターでの基本診
療が無料でできるというこ
とです。しかし治療費が地
域で一人当たりの額が決ま
っており、病院は治療費が
高くなって赤字にならない

チョンブリ病院にて病院についての説明を受けています。こちらの施設
には、充実した科や病床数だけでなく、病理組織の標本を展示した博物
館もあり、そちらも見学させていただきました。

公衆衛生省にて、クワンチャイ先生から伝統医療についての説明を受け
ています。
タイの伝統医療の歴史について、大きな絵が飾ってありました。
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地方のヘルスケアセンターにて。こちらでは薬の処方や訪問で市民への
健康教育なども行っているそうです。伝統医療の設備も充実してました。

ようにしているということで
す。
　医療スタッフが足りず、ヘ
ルスセンターに医師を配置で
きなかったり、設備が十分で
なかったりという課題もさま
ざま見受けられました。都市
型ヘルスセンターでは結核患
者が１ヶ月に40人も来るとい
う、驚異的な数字でしたが、
結核専門の診察室にもＸ線や
薬剤治療の体制のみしか整っ
ておらず、そうした医療サー
ビスの拡充は課題だと思いま
した。

　今回の研修は、私たちが将来医師になるにあたって、今後日本の医療をどのようにしていくべきかを
深く考えさせるものとなりました。タイの医療制度や衛生状況、社会情勢などを、実際に足を運ぶこと
によって学んだことで、日本の医療が優れている点もあれば、日本が学び、直していくべきこともある
ということに気づきました。また、タイではたくさんの医療に携わる方々と出会い、一生懸命に仕事に
取り組んでいる姿を見ることができて、私も影響を受けました。

　今回私たちがタイで行った研修は、将来医師になったときに必ずどこかで生かすことのできる貴重な
体験だったと感じております。ぜひ後輩達にも積極的に参加してほしいと思っております。このような
機会を与えてくださった、木ノ上先生をはじめとする東海大学の先生方、現地で案内してくださった先
生方、そして、多大なる御支援をしてくださった星医会会員の方々にまことに感謝を申し上げたいと思
います。

2018/7/21 
タイ研修参加者　医学部４年生
　小室摩侑　奥野由莉子　渡部育子　楠瀬萌子　武本友里恵
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編集後記

　この３月10日に開催予定の「第39回星医会総会」が平成最後の総会となり、来年の第40回総会は
新元号での最初の開催となる。くしくもその第40回星医会総会は星医会創立40周年記念大会でもあ
る。何とも偶然ではあるが時代の節目を感じてしまう。昭和生まれで昭和63年、昭和最後の東海大
学卒業生となった自分にとって、３つめの元号に突入しつつ医者を続けられるのは感慨深い。星医
会も同様であるのは言わずもがなだが。（希）

　今回初めて支部会に参加させていただきました。初めてお会いする方々が多い中、思わぬ所で繋
がっていたりする人の縁を改めて感じる事が出来ました。来年も是非参加したいです！。（梅）

【巻頭言の回答】
　湘南校舎直前のあの心臓破りの坂と階段があった場所です。ご存知のない方のためにこの場を借りて
ご紹介いたします。是非とも毎年行われている11月３日のホームカミングデー等の機会に、懐かしい湘
南校舎を訪ねてみては如何でしょうか？
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■病床数　170 床　

－ 総合病院 －
・日本病院機能評価認定病院
・日本外科学会 教育施設
・日本泌尿器科学会 専門医基幹施設
・日本アレルギー学会 教育施設
・日本救急医学会 救急科専門医指定施設

■病床数　628 床
内科　整形外科　リハビリテーション科
精神科　歯科・歯科口腔外科
・日本リハビリテーション医学会研修施設
・日本整形外科学会専門医制度研修施設
・日本神経学会准教育施設
・脳卒中学会認定研修教育施設
・日本病院機能評価認定病院

地域の皆さまが安心して過ごせる街づくりのために、永生会では医療・介護の各分野にわたるサービスを提供しています。

●永生病院 療養病棟●永生病院 療養病棟

●永生病院 看護部●永生病院 看護部

●永生病院 関節センター●永生病院 関節センター ●南多摩病院 看護部●南多摩病院 看護部

●南多摩病院 手術室●南多摩病院 手術室

●クリニック０(ゼロ) 訪問診療●クリニック０(ゼロ) 訪問診療 ●永生クリニック 外来(理事長 安藤)●永生クリニック 外来(理事長 安藤)●介護老人保健施設●介護老人保健施設

永生会では東海大学医学部出身の優秀な医師の方々にご活躍いただいてお
ります。八王子地域の中核病院である東海大学医学部付属八王子病院と緊
密な連携を取らせていただきながら、地域住民の方々に信頼される医療・
介護サービスの提供を目指してまいります。これからも東海大学医学部と
星医会のさらなる発展をお祈り申し上げます。

連携を通じて地域に信頼されるサービスを。 医療法人社団 永生会

医療法人社団 明生会

http://central-hospital.or.jp

セントラル病院　渋谷区 松濤

南多摩病院 永 生 病 院
東京都指定二次救急医療機関 地域に根付いた慢性期医療

京王線
めじろ台駅

JR中央線　
西八王子駅

http://www.eisei.or.jp

高齢者医療・人間ドックを中心に
優しい医療・看護・介護を

在宅統括センター 
介護老人保健施設　
訪問看護ステーション　
通所リハビリテーション　
グループホーム寿限無　
居宅介護支援事業所 
高齢者あんしん相談センター　

永生クリニック
内科　神経内科　整形外科　訪問診療　
リハビリテーション科　各種検診

クリニック0（ゼロ）
内科診療・往診・訪問診療　
通所・訪問リハビリテーション

■病床数　170 床　

・日本病院機能評価認定病院
・日本外科学会 教育施設
・日本泌尿器科学会 専門医基幹施設
・日本アレルギー学会 教育施設
・日本救急医学会 救急科専門医指定施設

■病床数　548 床
内科　整形外科
リハビリテーション科　精神科
・日本リハビリテーション医学会研修施設
・日本整形外科学会専門医制度研修施設
・日本神経学会准教育施設
・脳卒中学会認定研修教育施設
・日本病院機能評価認定病院

医療法人社団 永生会

医療法人社団 明生会

http://central-hospital.or.jp

セントラル病院　渋谷区 松濤

南多摩病院 永 生 病 院
東京都指定二次救急医療機関 地域に根付いた慢性期医療

京王線
めじろ台駅

JR中央線　
西八王子駅

http://www.eisei.or.jp

高齢者医療・人間ドックを中心に
優しい医療・看護・介護を

在宅統括センター 
介護老人保健施設　
訪問看護ステーション　
通所リハビリテーション　
グループホーム寿限無　
居宅介護支援事業所 
高齢者あんしん相談センター　

永生クリニック
内科　神経内科　整形外科　訪問診療　
リハビリテーション科　各種検診

みなみ野病院
■病床数　205床
2018年4月開院

クリニック0（ゼロ）
内科診療・往診・訪問診療　
通所・訪問リハビリテーション
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団体割引が適用�

����医�部��会星医会　会�の�様��

「医師総合補償制度」 のご�内�
保険期間�２�１��１２月１日��４時～２�１��１２月１日��４時（中途加入�時受�）�

５つの安心　で、先生方を　しっかりサポート�

医療業務の遂行に起因して、万一患者の
身体・生命に障害を与えてしまった場合

に、法律上の損害賠償金を補償します。�

所得補償	
＆　団体長期障害所得補償	

病気やケガで働けない期間、生活費を
ご��のもとにお�けする保険です。�

がん補償・医療補償	

この広告は医師賠償責任保険、嘱託医業務特別約款（産業医等活動保険）、団体総合生活保険（傷害補償、所得補償、団体長期障害所得補償、がん補償、医療補償、介
護補償）の概要についてご紹介したものです。保険の内容はパンフレットでご確認ください。また、ご加入に当たっては、必ず重要事項説明をよくお読みください。詳
細は団体代�者の方にお�しして�ります保険約款によりますが、ご�明な�は取扱代理店または引受保険会社�お��ください。�

医師賠償責任保険（勤務医向け）万一の�

医療事故	
を補償�

働けなくなった時の�

収入	
を補償�

万一の�

がん･病気･ケガ	

を補償�

されるため、保険料が割安です���

入�一日�からしっかり補償します。�
ご加入時に医師の��は�要です。�
（����の告�のみでご加入できます）�

※パンフレット等資料のご請求やお申込みは、下記取扱代理店まで電話またはメールにてご連絡ください。
中途加入の場合、毎月１0日締め切りでお申込みいただけます。詳細は、取扱代理店までお問い合わせください。	

平����１１月��　�����0�0���

 
日常生活のケガ	

を補償�

地震によるケガも補償！� 傷害補償
国内外、２４時間、事故によるケガを補
償します。(地震・噴火またはこれらによ
る津波によるケガも補償します��
ケガ以外にも携行品の損壊など、様々な
�ス�を補償します。�

【お問い合わせ先（取扱代理店）】�

【引受保険会社】

有限会社マツオホケンサービス　星医会担当:松尾 
TEL:03-5642-7511 （平日9:00～18:00） MAIL:matsuohoken@nifty.com 

（担当課）医療・福祉法人部法人第一課 TEL:03-3515-4143（平日9:00～17:00）�

オプション
産業医等活動保険	

別途、ご加入手続きが必要となります。�

介護補償	所�の要介護��となった時に�

一時金	

を補償�

公的介護保険制度において自己負担となる自
宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用
に�えることができます。�

NEW‼



星医会（東海大学医学部医学科同窓会）
FAX：0463-91-5913

異動連絡票
平成　　年　　月　　日

卒業年度 東海大学

（旧姓・旧名）

西暦 年 （ 期生） 他学： 年

氏 名

生年月日 西暦 年

開業医・勤務医・産業医・研修医・その他（ ）

＊お願い　名簿への記載不可項目は○で囲んでください。

〒

〒

TEL：

TEL：

FAX：

FAX：

性別 男 女月 日（ 歳）

現 住 所

勤 務 先

名 称

職 名

所 在 地

連絡事項

E-mail

フ リ ガ ナ

星医会　第60号 55
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星医会（東海大学医学部医学科同窓会）
FAX：0463-91-5913

星医会へのおたより
◇ 近況報告

◇ 何に関して知りたい（読みたい）ですか？

◇ どんな記事を書いて欲しいですか？

（学会活動・役員など、研究、職場や地域での活動など、受賞・学位取得など、著作・出版など、
結婚・留学など、その他同窓会員としての近況）

また、同窓会関係者（現・旧教職員、同窓会員）の誰に

（今後の同窓会誌への提案）

氏　名： （　　期生）

現住所：〒

勤務先：

TEL：

e-mail：

FAX：

㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘



会費（20年会費・年会費）の納入について

•20年会費：卒後５年以内に納入　　５万円 
　　　　　　（住所ラベル氏名右下に＊のついている会員は20年会費が未納です）
•年 会 費：卒後21年目より納入　　１万円
•振 込 先：星医会  代表  鄭　義弘 　　　　　三菱UFJ銀行：本厚木支店（普）1505814

☆ 便利な年会費の口座振替サービスを開始しました。申込用紙希望者は事務局までメール又は
電話でご連絡下さい。申込み用紙をお送りします。

お願い

◦ 会費等のお振込みの際、法人名ですと本人確認が難しく振込人名が確定できません。
　必ず、卒業期と個人氏名でお願いします。（例　１期生の場合、1　トウカイタロウ）
＊卒業期は郵便物のラベルの氏名右下にあるハイフンでつながれた数字の前２桁です。

現住所、勤務先等 変更届のお願い

現住所、勤務先、氏名等の変更の際には本誌綴込の異動連絡票または e-mail にて事務局宛ご連絡下さる
ようお願いいたします。なお、ホームページからの変更も可能です。

振込人不明について

◦ 2018年10月18日付　セイイカイ　という名義で1万円を振り込まれた方は事務局までご連絡下さい。

お問い合わせ先

東海大学医学部医学科同窓会　〒259-1143　神奈川県伊勢原市下糟屋143 
　　　　　　　　　　　　　　TEL  0463-93-1121（内線4104）　FAX  0463-91-5913
　　　　　　　　　　　　　　http://seiikai.med.u-tokai.ac.jp/　　email•seiikai@tokai-u.jp

　星医会では東京海上日動火災保険会社と提携し医師賠償責任保険、所得補償保険、団体長期障害所
得補償保険、がん保険、医療保険などを会員が団体割引で加入できます。現在 1400名程が加入して
います。見積もり希望の方は下記にメール又は電話連絡お願いします。

　　　　　　〈お問い合わせ先〉：　有限会社 マツオホケンサービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒103-0013　中央区日本橋人形町1-13-9-201
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-5642-7511　FAX：03-5642-7512
　　　　　　　　　　　　　　　　　mail：matsuohoken@nifty.com

「星医会 医師総合補償制度」のご案内

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ



病院東側：緊急車両専用出口（予定）
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